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関係者各位　PRESS RELEASE

八戸市美術館

お問い合わせ先

八戸市美術館　031 - 0031 青森県八戸市大字番町 10 - 4　TEL｜0178 - 45 - 8338（代表電話）　FAX｜0178 - 24 - 4531　
E - mail｜art@city.hachinohe.aomori.jp　八戸市美術館公式 HP｜https://hachinohe - art - museum.jp　
担当者（広報）｜大澤、平井

今後の企画ラインナップを発表！
八戸市美術館では、プレイベント第一弾である 8月 8日（日）のカウントアップイベント「美

術館のプロローグ」のひとつである館長＆スタッフトーク内で、2021年秋から 2022年

度の企画ラインナップや八戸市美術館開館記念「ギフト、ギフト、」の最新情報を発表し

ました。

2021年8月8日

八戸市美術館 2021秋－ 2022年度
企画ラインナップ発表
その他、開館記念「ギフト、ギフト、」最新情報

写真：田村友一郎

今後の企画一覧　
2021年11月3日（水・祝）～2022年2月20日（日） 開館記念「ギフト、ギフト、」

2022年3月19日（土）～6月上旬 コレクション展（仮）

2022年7月2日（土）～8月28日（日） まるごと馬場のぼる展  描いた  つくった  楽しんだ  ニャゴ！

2022年10月下旬～2023年1月上旬 佐藤時啓展　八戸マジック・ランタン　－幽かな光－（仮）
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八戸市美術館

2021年度までの企画ラインナップ

1　コレクション展（仮）
会期｜2022年 3月 19日（土）～ 6月上旬

約 5年ぶりに八戸市美術館のコレクションを展示します。コレクションの歴史、土地・人
との繋がりを紹介し、これまで、そしてこれからのコレクションを考える展覧会です。

３　佐藤時啓展  八戸マジック・ランタン  －幽かな光－（仮）
会期｜2022年 10月下旬～ 2023年 1月上旬

佐藤時啓（写真家）が 2016年度から八戸に通い、撮影した作品を展示します。マジック・
ランタン（幻灯機）などの光学装置をテーマにした作品や、最新の技術を使用した作品など、
カメラや写真に関する様々な機器や現象を利用した作品を展示します。

２　まるごと馬場のぼる展　描いた つくった 楽しんだ ニャゴ！
会期｜2022年 7月 2日（土）～ 8月 28日（日）

絵本「11ぴきのねこ」シリーズで知られる、三戸町出身の漫画家・馬場のぼる。絵本や
漫画の仕事に加え、50年分のスケッチブック、交友関係、楽しみのために制作したタブ
ローや立体作品などを紹介します。また、漫画に熱中していた青少年時代の作品や資料、
中学生の頃を振り返って描いた自伝漫画などを通してルーツをたどります。
＜巡回館＞
練馬区立美術館：2021年 7月 25日（日）～ 9月 12日（日）
全国巡回予定

八戸市美術館は、開館記念「ギフト、ギフト、」に始まり、” 人とまちを育む、みんなの

美術館（アートファーム）”として人や作品との出会いの輪を広げていきます。2022年度は、

八戸市美術館が収蔵している美術作品や、三戸町出身の馬場のぼるをテーマとした展覧

会、八戸で数年かけて撮影してきた写真家、佐藤時啓の作品展を予定しています。これ

らの展覧会をはじめ、八戸市美術館はみんなが参加して楽しめる展覧会やプロジェクトを

開催しながら、ワクワクするような 100年後の八戸を目指します。
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企画名 八戸市美術館開館記念「ギフト、ギフト、」

会期 2021年11月3日（水・祝）～2022年2月20日（日）　

開館時間 10：00～19：00（入場は18：30まで）

休館日 火曜日（祝日の場合はその翌日）、12月31日、1月1日

観覧料

一般1,300円（1,100円）／高校生・大学生700円（500円）／小・中学生200円（100円）
※（）内は20名以上　
※未就学児、八戸市内 および近隣町村(三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、 
新郷村、おいらせ町)の小・中学生は無料　※市内の65歳以上の方、障がい者手帳
をお持ちの方とその付添者1名は半額

主催 八戸市美術館

協賛 南部電機株式会社

協力 一般財団法人VISITはちのへ、八戸三社大祭運営委員会、八戸三社大祭山車祭り行
事保存会、はちのへ山車振興会

後援 NHK青森放送局、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、めんこいテレビ、八戸テレ
ビ、デーリー東北新聞社、東奥日報社、エフエム青森、コミュニティラジオ局BeFM

アーティスト・
コレクション（五十音順）

浅田政志、江頭誠、大澤未来、大西幹夫、KOSUGE1 - 16、田附勝、田村友一郎、
西澤徹夫・浅子佳英・森純平、八戸クリニック街かどミュージアム浮世絵コレクション、
桝本佳子、向井山朋子

ディレクター 吉川由美（アートプロデューサー、八戸市新美術館運営検討委員会委員、八戸市新美術館建設工事設計
者選定プロポーザル審査委員会委員）

会場構成 西澤徹夫、浅子佳英、森純平 （八戸市美術館設計者）

グラフィックデザイン 加藤賢策 (LABORATORIES)

開館記念「ギフト、ギフト、」チラシ完成
八戸市美術館開館記念「ギフト、ギフト、」のチラシが完成しました。本企画のチケット

情報やアートファーマープロジェクト、募集情報など最新情報をご覧いただけます。

 ・連携企画展覧会
浮世絵コレクションの展示として参加している八戸クリニック街かどミュージアムで、開館記念「ギフト、ギ
フト、」と連携した内容で企画展覧会を開催します。
会期│ 2021年 10月 2日（土）～ 2021年 11月 28日（日）



4

関係者各位　PRESS RELEASE

八戸市美術館

開館記念「ギフト、ギフト、」に関連して開催するプロジェクト一覧です。

・かだるアート 浮世絵 /山車編　
浮世絵文化や山車造形について学び、語り、深めあうプロジェクトです。
期間｜2021年 11月～ 2月 (月 1回程度 )

・種さがしラボ　
100年後の八戸を創造するための 「種」を探すアイデアミーティングです。
期間｜2021年 11月～ 2月 (月 1回程度 )

・向井山朋子パフォーマンス「gi�」　
ピアニストの向井山朋子と共にパフォーマンスを行います。
日程｜2021年 10月２日（土）、３日（日）、9日（土）、10日（日）
                        1 1 月 12日（金）、13日（土）、14日（日）

「ギフト、ギフト、」関連募集情報

・浅田政志作品
   八戸三社大祭のスナップ写真募集
写真家の浅田政志さんの作品の一環として、みなさ
んから集めた八戸三社大祭のスナップ写真を展示し
ます。祭りの当日の様子はもちろん、稽古や山車作
りや打ち上げ、昔の写真も大歓迎です。9月 26日（日）
は浅田さんのトークイベントもあります。（要事前申込）
※いただいたデータは 2L版に印刷して展示します。
現物の写真は美術館で再撮影し、その場でお返しい
たします。

受付期間│データ　7月 28日（水）～ 9月 30日（木）
　　　　  現物　　9月 1日（水）～ 26日（日）10時～ 17時
　　　　　　　　 ※ 9月 4日（土）、5日（日）、23日（木・祝）・25日（土）は除く。
提出方法│データ　① googleアカウントをお持ちの方は公式 HPにあるリンクから、googleフォームに
　　　　　            画像をアップロードしてください。（最大50枚）

                          　 ②データ送付用アドレスまで画像をお送りください。（8artm.giftgift@gmail.com）

　　　　  現物　   希望日前日までに氏名、日時を電話またはメールでご連絡いただき、担当と確認の
　　　　　　　　 上で直接美術館へお持ちください。

「ギフト、ギフト、」関連アートファーマープロジェクト
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・アートファーマープロジェクト
   向井山朋子パフォーマンス「gi�」
ピアニスト／美術家の向井山朋子と八戸市美術館の
オープニングパフォーマンスを一緒に創りませんか。
テーマは「gi�」。ピアノ音楽に、誰もが知っているギ
フト交換の身振りを重ね、作品の一部となる１５分程
度のパフォーマンスを創ります。

音楽、演出│向井山朋子（ピアニスト・美術家）
振付│磯島未来（振付家・ダンサー、八戸市出身）
ワークショップ日程│ 10月２日（土）18：00～ 21：00
　　　　　　　　　　   ３日（日）10：00～ 13：00
　　　　　　　　　　   9日（土）18：00～ 21：00
　　　　　　　　　　   10日（日）10：00～ 13：00
　　　　　　　　   11月 12日（金）19：00～ 21：30
                                        13日（土）19：00～ 21：30
　　　　　　　　　   　　14日（日）17：00～ 21：00（本番）
定員│ 30名（要事前申込、先着順）　
参加費│無料　
申込締切│ 9月 27日（月）　
申込方法│電話（平日8:15～17:00）またはメール
　　　　  （氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。）
参加条件│上記日程にご参加いただける方。
　　　　  （参加できない日程がある方は、申込時にお伝えください。）

　　　　  年齢・国籍・パフォーマンス経験不問

《A Live vol. 2：Canto Ostinato》 2020
©Tomoko Mukaiyama＋Reinier van 
Brummelen　［参考図版］　

©Takashi Kawashima

・江頭誠作品　柄毛布募集
柄毛布で立体物をつくるアーティストの江頭誠が、み
なさんのご家庭で眠る毛布を使って作品を制作します。
毛布は使用品でも大丈夫です。8月 21日（日）は江頭
さんのトークイベントもあります。（要事前申込）

受付期間│① 8月 21日（日）14：00～ 16：00　
　　　　  ② 9月 1日（水）～ 26日（日）10：00～ 17：00
　　　　  ※ 9月 4日（土）、5日（日）、23日（木・祝）を除く
募集する柄毛布│ご不要の柄毛布
　　　　　　  ※ 使 用 品 可。 柄 が 大 きい 物、 で きれ　　　　
　　　　　　　ばアクリル製、汚れやカビがない物）
　　　　　　　※毛布の返却はいたしません。また、状　　
　　　　　　　態によってお断りする場合があります。
申込方法│希望日前日までに氏名、日時、枚数を電話またはメー
　　　　  ルでご連絡いただき、担当と確認の上で直接美術館
　　　　  へお持ちください。

©Kazue Kawase　画像提供：スパイラル／株
式会社ワコールアートセンター
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プレイベント関連募集情報

アートファーマープロジェクト
「八戸市美術館建築ツアーガイド」
プレイベント開催期間中に来館者に八戸市美術館の魅力を伝えていただく「建築ツアー
ガイド」を募集します。建築ツアーの内容を伝え、実践する過程を通して、アートを介し
て人とつながりながら様々な出会いや学びを誘発する「アートファーマープロジェクト」
の 1つとして、体験していただきます。

ワークショップ日程│ 8月 26日（木）　18：00～ 20：00（トークイベント聴講）

　　　　　　　　  9月 3日（金）、11日（金）　両日とも 18：00～ 20：00
建築ツアーガイド実践│ 9月 17日（金）～ 20日（月・祝）　
定員│ 10名（定員になり次第締め切り）　
申込締切│ 8月 23日（月）　
申込方法│電話（平日8:15～17:00）またはメール
　　　　  （氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。）
参加条件│上記日程にご参加いただける方。人とお話ししたり、コミュニケーションを取るのが好きな方。
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八戸市美術館

お問い合わせ先

八戸市美術館　031 - 0031 青森県八戸市大字番町 10 - 4　TEL｜0178 - 45 - 8338（代表番号）　FAX｜0178 - 24 - 4531　
E - mail｜art@city.hachinohe.aomori.jp　八戸市美術館公式 HP｜https://hachinohe - art - museum.jp　
担当者（広報）｜大澤、平井

a b

広報用画像

a　クレジット不要
b　クレジット不要

広報用画像をご希望の方は、webページ「報道関係の皆様へ」に掲載の広報用画像借用申請書をご記入いただくか、
【 1.会社名／組織名、2.媒体名・媒体の種類（雑誌、テレビ、webなど）、3.ご担当者名、4.ご連絡先、5.掲載／放送予定日、
6.画像到着希望日、7.ご希望の写真記号 】をメール等に明示の上、下記、お問い合わせ先までご連絡ください。

［画像の貸出条件］
● 画像は本企画・美術館の紹介の目的のみにお使いいただけます。
● 画像データは第三者へ譲渡せず、使用後すみやかに消去してください。
● 画像のトリミングについては事前にご相談ください。　 
● 作品画像の上に図や文字を重ねることはできません。
● 画像を掲載、放送する際には、指定のクレジット表記を必ずいれてください。
● 画像を掲載、放送する前に、ゲラ等掲載案をお送りください。担当者が確認します。
● 新聞紙、雑誌、書籍等の印刷物に画像を使用する際は、八戸市美術館に 1部ご寄贈ください。


